❷ 認定こども園
（１・２・３号認定）

園

認定こども園は、教育・保育を一体的に行う施設で、幼

稚園と保育園の要素を併せ持っています。

3歳児以上は、1号認定と2号認定の子どもが、基本的

に同じクラスで教育・保育を受けます。

【利用者負担】

▼1号認定…保育料は無償です。ただし、給食費などの実
費負担があります

▼2・3号認定…下記の「❸保育園」と同様です

【申込方法】

▼1号認定…希望する園に申込書を直接提出してくださ
い。申込書などは各園にあります

▼2・3号認定…下記の「❸保育園」と同様です

名

所在地

電話番号

大手町3-2-30
豊町2-7-10
富塚町1-2-20
舟入町3-4-14

22-5828
22-6816
24-0008
23-5333

住吉町2-8-12

22-2678

中央町4-10-18
住吉町4-18-16
豊町4-11-18
新富町3-2-3
中央町1-1-10

22-2045
28-3120
23-0100
22-0877
22-3288

あやめこども園
認定こども園わかば幼稚園
あおばこども園
認定こども園東幼稚園

認定こども園
あそびの森すみよし保育園
新発田聖母こども園
優の森こども園
あいこども園
認定こども園ルンビニ保育園
認定こども園百華保育園

※認定こども園東幼稚園は1号認定の満3歳児の募集はありません
※満3歳児とは、令和4年4月2日～令和5年4月1日に3歳になる子ど
ものことです
※各園の2・3号認定の募集定員（見込み数）や延長可能時間は、市
ホームページなどでご確認ください

❸ 保育園（2・3号認定）
27-8415 7:30～19:00

ひかり保育園

舟入町2-1-23

23-3541 7:30～19:00

大栄保育園

大栄町4-6-22

26-5203 7:30～19:00

キッズ陽だまり園

諏訪町1-10-38 24-1166 7:00～19:00

三の丸保育園

中央町5-8-19

24-3591 7:00～19:00

立

まごころ保育園しばた

城北町2-9-3

20-7870 7:00～19:00

豊町4-8-4

24-0003 7:00～19:00

中央町5-4-2

26-1222 7:00～19:00

乳児園はるにれ

新栄町2-2-26

28-7140 7:00～19:00

エンジェルキッズ陽だまり園

富塚町2-4-13

28-1515 7:00～19:00

西園保育園

住吉町1-7-6

22-2571 7:00～19:00

中井保育園

小舟町2-3-25

23-1236 7:00～19:00

五十公野保育園

五十公野4685-7 22-6826 7:30～18:00

天ノ原保育園

下内竹769-1

22-3622 7:00～19:00

荒川542

32-1505 7:30～18:00

帳の写しが必要です）。

【保育の必要量】

就労時間や保育を必要とする理由によって、次

のいずれかに区分されます。

❶保育短時間利用…午前8時30分～午後4時
❷保育標準時間利用…開園～午後6時

めばえ保育園

【保育時間】

パルkids陽だまり園

認定を受けた保育の必要量の範囲内で利用で

き、家庭状況によっては、延長保育も利用できま

す。保育園の平日の延長可能時間は右表のとおり
で、土曜日は各保育園で異なります。

【利用者負担】

0～1歳児クラスは、私立・市立園ともに同じ基

準で市が決定します。2歳以上児クラスは、保育料

は無料ですが、給食費などが必要です。

ただし、保育の必要量が❶の場合は午前8時30

松浦保育園

分～午後4時以外、❷の場合は午後6時～7時の延
長保育については、別途延長保育料が必要です。

希望する保育園またはこども課へ必要書類（支

給認定申請書、保育園等入園申込書、生活調査票、
就労状況などを確認する証明書）を提出してくだ

さい。必要書類は、各園とこども課にあります。
なお、申込人数の状況により、希望する園以外へ入
園していただく場合があります。

【申込み先】

▼既に在園するきょうだいと同一の園を第一希望

とする方…各園に直接申し込むか、こども課に直接
または郵送で申し込んでください

▼上記以外の方…こども課へ直接または郵送で申

し込んでください

⑪

広報しばた

令和 3 年 10 月 1 日

市 立

【申込方法】

うすが森保育園

大槻4211-414 28-5281 7:30～18:00

川東保育園

下羽津1578-1 25-2067 7:00～19:00
菅谷144

29-2124 7:30～18:00

ななは保育園

三日市857

23-3113 7:00～19:00

豊浦保育園

大伝456-1

27-9200 7:00～19:00

菅谷保育園

こども課こども入園係（ヨリネスしばた2階、〒957-8686 住所記載不要、☎

1㊎ 29㊎

10/

【申込み先・問合せ先】

～

※認定こども園・保育園への申込み
は10月22日㊎までです

28-9230）または各幼稚園・認定こども園・保育園（土・日曜日、祝日、休園日

を除く、午前8時30分～午後5時15分）

各園を利用するには「認定」を受ける必要があります

藤塚浜保育園

藤塚浜4063-3 41-2468 7:30～18:00

紫雲寺保育園

真野原外3428 41-2413 7:00～19:00

米子保育園

真野原1731-8 41-2464 7:30～18:00

大峰保育園

下小中山328

33-2745 7:00～19:00

※乳児園はるにれは、3歳未満児専用施設です
※各園の募集定員（見込み数）は、市ホームページでお知らせします
※五十公野保育園の0歳児の募集はありません（令和6年度に天ノ原保育園と
統合予定）

認定こども園の幼稚園部分
または幼稚園を希望しますか

はい
はい

4

いいえ

１号認定

4

２号認定
保 護 者 が「 保 育 を
必要とする事由」
に該当する場合
【利用できる園】
❷認定こども園
❸保育園

【利用できる園】
❶市立幼稚園
❷認定こども園

1

日時点で 歳以上ですか

則清1516

なお、出生前でも申込みが可能です（母子健康手

申込期間

令和4年4月から2歳児クラスの保育料を無料化します

月

たから保育園

途中での入園を希望する場合は、令和4年10月末

までの入園に限って申込みを受け付けます。

入園申込み受付開始

年

電話番号 延長可能時間

名

幼稚園・認定こども園・保育園の

令和

所在地

園

4月1日～10月31日

【認定区分と利用できる園】

私

出産や育児休業の終了などの事情により、年度

令和 4 年

情 報ピックアッ プ

3

【保育を必要とする事由】
▼保護者が就労している（1か月48時間以上）
▼母親の産前産後合わせて4か月以内

▼保護者が病気のため、子どもを保育できない
▼保護者が同居の親族を常時介護している

3号認定
いいえ

▼保護者が災害復旧にあたる

保護者が「保育を必要とする事由」に該当す
る場合
【利用できる園】
❷認定こども園 ❸保育園

▼保護者が求職活動をしている
▼保護者が就学している

※同居の親族の方が子どもを保育できる場合は、
利用の優先度を調整することがあります

❶ 市立幼稚園
【利用者負担】

諸経費として、給食費・教材費・PTA会費などが月額5000円程度かかります。

【預かり保育】

午後2時以降も保育を希望する場合は、申請により有料で午後3時30分までの預かり保育

を利用できます。また、夏休み期間も預かり保育を実施しています。保育の必要性の認定を受

けている方は、月額上限1万1300円まで無償です。

【申込方法】

幼稚園またはこども課へ申込書を提出してくださ

い。申込書は幼稚園とこども課にあります。申込書の

配布・受付時間は、幼稚園が午後2時30分～4時30
分、こども課が午前8時30分～午後5時15分です。

園

名

御免町幼稚園

所在地

電話番号

募集クラス

大栄町4-5-17

22-4536

3～5歳児クラス

※満3歳児の募集はありません
※満3歳児とは、令和4年4月2日～令和5年4月1日に3歳になる子ども
のことです
広報しばた

令和 3 年 10 月 1 日
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情 報ピックアップ

対象者
日時
場所・会場
内容
講師
料金
定員
持ち物
その他
申込方法・期間など
問合せ先
申込み先・問合せ先 ■料金の記載のないものは無料 ■申込みの記載のないものは申込み不要

お知らせ

市展・ジュニア展を開催します
文化芸術振興室文化芸術振興係（市民文化会館内、☎26-1576）

「新発田市美術展覧会（市展）」と「新発田市幼

児、小・中学校美術展（ジュニア展）」を開催しま

す。さまざまな分野の作品が一堂に会する、当市で

10月15日㊎～19日㊋の午前9時～午後6時

テレビなどにも多数出演のスポーツジャーナリスト二宮清純さんと、東京2020オリン
ピック・パラリンピック組織委員会の顧問を務めた新潟県出身の伊藤数子さんを迎えて
講演会を開催します。また、パラスポーツ体験会も同時開催します。
東京２０２０オリンピック・パラリンピックの盛り上がりをそのままに、パラスポーツに
ついていっしょに考えましょう！

（最終日は午後3時まで）
カルチャーセンター

展示内容

▼市展…日本画、洋画、版画、彫刻、工芸、書道、写
真、造形、華道

と き＝11月21日㊐

▼ジュニア展…市内の幼稚園、保育園、認定こど

も園、小・中学校、特別支援学校の児童・生徒の絵

開場：午後1時30分

画、工作、書道

第1部 体験会：午後2時～2時30分
第2部 講演会：午後2時45分～3時45分

※１５・１６日は、公民館こども交流体験事業「オム

レツクラブ」伝統文化コースの華道作品も展示しま

カルチャーセンター
無料
２00人（先着順）
10月6日㊌～１１月５日㊎

す

目録を1冊200円で、会場入口にて販売します

「食の循環スタンプ」を集めて新発田の特産品を当てよう!
みらい創造課企画政策係（☎28-9530）
市では、新発田の食に触れながら、
「食の循環」の取組を知ってもらうため、スマー

トフォンを使ったスタンプラリーを実施しています。ぜひ、ご参加ください。
実施期間＝1月31日㊊まで

▼J A 北 越 後 農 産 物 直 売 所「こったま～や」お買 物 券

▼「テイクアウトしばた」参加店舗（市内の店舗のみ）

参加方法＝専用スマートフォンアプリ「COCOAR」をダ

対象店舗など

▼JA北越後農産物直売所「こったま～や」
（島潟）
▼イクネスしばた料理教室への参加
※事前に、参加申込みが必要です

▼中央図書館での食育に関連する図書の利用

▼ヨリネスしばた札の辻広場で出店している飲食店など

※対象店舗などは、随時追加予定です。最新情報は、市

ホームページをご覧ください

3000円分…2人

ウンロードし、対象店舗などで配布する
マーカーを読み込んで、スタンプを集

めてください。スタンプ1つで応募でき

ます

▲アプリ
ダウンロード用

▼「越後姫」5000円相当…5人

広報しばた
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体験会＆講演会
（70人）

第1部

パラスポーツ体験会

第2部

パラスポーツ講演会

Bコース

講演会のみ（130人）

（体験会の見学は可能）

上記のAコースを申し込んだ方
※簡単な内容で、年齢や服装の制限はありません
※Bコースを申し込んだ方も見学できます
車いすバスケットボールで使用する競技用車いすの体験
内履き（Aコースの方のみ）

「パラスポーツを含めたこれからのスポーツのあり方について」
二宮清純さん

伊藤数子さん

スポーツジャーナリストとして五輪・パ

パラスポーツの総合事業を行う国内

W杯など国内外で取材活動を展開。

ＡＮＤ」の代表理事。東京2020オリ・

テーターとしても活動。新聞や雑誌で

や民間団体で多くの委員などを務め、

ラリンピック、サッカーW杯、ラグビー

唯一の団体「特定非営利活動法人ＳＴ

パラ組織委員会の顧問をはじめ、行政

広島大学特別招聘教授、㈱スポーツコ

ミュニケーションズ代表取締役

年齢、性別、障がいなどの区別なく、

Photo/竹見脩吾

全ての人が豊かに暮らす社会の実現

に向けた取組を展開している

新型コロナウイルス感染症対策

うし

▼「新発田牛」
（にいがた和牛）1万円相当…5人

⑬

Aコース

連載コラム多数

※アプリのダウンロードは無料ですが、
通信料はご負担ください

二次元バーコードから、ご希望のコースをお申し込みください

スポーツニュースや報道番組のコメン

賞品・当選人数

※配送は本州限定となります

パラスポーツ
体験会＆講演会を
開催します！
スポーツ推進課スポーツ・カルチャーツーリズム係
（☎28-9660）

最大規模の美術展覧会です。ぜひご来場ください。

お知らせ

情 報ピックアッ プ

食の循環「めぐる」

▼会場での検温（37.5℃以上は入場不可）、マスク着用、健康チェックシートの提出にご協力ください
※健康チェックシートは市ホームページでダウンロードできます
▼会場内は水分補給以外の飲食は禁止です
▼新型コロナウイルスの感染拡大状況により、中止または変更となることがあります。
その場合は、登録いただいたメールアドレスへ連絡するほか、市ホームページでお知らせします
広報しばた

令和 3 年 10 月 1 日

⑫

